坪田譲治文学 の絵 画性に ついて

はじめに

劉

迎

ある。こうした色 彩や美の感性がその作家の個性を暗示している

意味で坪田文学の研究を行なう場合、焦視 することができないで

間も造形していた〉① とか、 〈譲治の幻想の世界は、（中略）直 接

．とをつとに皆がみとめ、 〈映像的にも美しく、時に絵画的幻想空

の生きた現楊に戻り、表面に現れた絵画とのつながりの奥に潜む

め、私は坪田文学を見えない所で支えているいくつかの絵画体験

本論文において、より 深く坪田文学の芸術的特徴を理解するた

あろう。

民族風土的な伝統に立っている。それは、南面的趣きのあるのぴ

ものを、実 作品に即し地道に検証して行くと共に、「
文学と絵画」

従来の坪田文学研究では、坪田文学が絵酉と深い関係にあるこ

やかな、牧歌的自然描写と一体のものである〉② などといったよ

から見た坪田狼治文 学の地平を、改めて拓いてみたいと思う。

・ 実は譲治は弛い関｀
心を絵面に対して持っていた。彼にとって、

特にキリスト教的内容を俎材としたものが多く、宗教的感情と密

てきたと考えられる。大 正期の作品に見られるように、宗教的、

譲治の絵画への関心は、まずは宗教と結ぴついて発生し発展し

西洋絵画ーキリスト教絵画

うに、たぴたぴ触れられ言及されてきたわけであるが、絵画の捉
え方およびその構成や表現について、坪 田文学がどのようにそれ

絵画は余暇 に楽しむ単なる趣味ではなく、絵画を愛する心が彼の

接な関係をもっているのである。

を扱ってきたかはあまり論じられて来なかったように思う。

文学そのものの中に深く浸透して、それを作品の構造と強く結ぴ

において、次のように述べている。

キリスト教との関わりを、
譲 治は随節 「祈りの思い出」（昭 一ー）

つけた、作品の核心とでもいうぺきものとして用い、文学作品を

不滅な傑作ならしめている。彼の作品の中には、さまざまな絵画
的描写が登場し、絵画に通ずる視{
凡的世界が展開されていたので
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(
r
坪田設治全集」巻 ―二 ）

あるのイある。私が初めてキリスト赦の信仰を眼のあたりに見

実は私が二十成時代の五六年 に亙るキリスト教佑者の生活が

さ出 されるかとカン．
ワスを眺め入った。それから向うの景色を

脚を据えてやった。兄は画筆をとった。私は傍に立って何が描

持は分った。それィ局 にしていた画架をおろして、それから三

が隠されていると思われる。誰 治とキリスト教との交渉について

に与えたキリスト教の影響は大きく、そこに坪田文学成立のカギ

譲治の入信はきわめて短期間であったが、彼の精神生活や文学

優しい頗〉には、神を信じる人にとって、実は大きな意味と深い

ことのほか冷瀞で、 〈
静かな満足したような微笑〉 と〈いつも

然に微笑が浮び出 るのてあった。

ているように見えた。兄のこのような様子を見ると｀私も亦自

眺め、そして兄の願に吼を向けた。兄の顔は静かな湛足に輝 い

たのは．＋ 九成の時てもあろうか。

は、別稲③で詳しく追究したので繰り返さないが、坪田文学の成

しさと奸計とに充ちている〉汚 棧の世界から脱出する「 究極 的な

（『
坪田設治全集』巻 一）

立に関する一側面ーキリスト教絵西の受容についての考察を試み

内容が含まれている。即 ち自分の生きているこの世界ー 〈
さわが

狼治の文学におけるキリスト教絵酉と思われる主な使用例とし

たい。

スト者の希望は実にここにあるのではあるまいか。また酉面の色

救い」は、神を信じ祈り統けるしかないということである。キリ

彩としては、
＾深い紺行の空〉にかかっている＾ 崇厳な秋の日〉 も、

「 樹の下の石」（大六・七 ）
、，正太の馬」（大九・ーニ） の三つの
作品が挙げられる。この三つの作品は、いずれも主人公は洋画家

単 一の色彩ー浪青で滸色されており、
教会の壁にかかっている「天

それをあぴて輝いている〈清浄と平和〉 なる地上の世界も、 みな

ては、洋画家の主人公が登場する「 亡き兄の自画像」（大五・三 ）
、

ただーつも見ることができ〉ず 、しかもカンヴスには、未完成の

井酉」を仰ぎ見るように感ぜられる。小 説「 樹の下の石」 もこの

であるが、 ＾
熱情をそそいで描こうとしていたものは画としては

系諮であり、ほぼ同じ煩向が見られる。死 ぬ直 前の背年画家が描

いたのは、のどかな田園自然の写生ではなく、 〈
赤土の丘〉の上

スケッチであり、自然風景よりむしろ心象風崇の方に主眼を置く

に＾白い―つの墓〉があり、慕の側には ＾脊い花〉 をつけた一本

という共通の特徴が指摘できる。
例えば「 亡き兄の自画像」 では、主人公の顔の表情の変化を主

滸色は一見鮮やかなようであるが、
すべてが上に広がっている〈無

眼とし、画面いっぱいに謎の微笑 を浮べたr 兄
」 が描かれ、風扱

心に透 明〉 な〈空の浪 肯〉 に覆われて暗然としてその色彩を失っ

の草が風に吹かれて篠えているという、いわば非情な自然である。

兄が立ちどま ってそれ等の美しい景色を指さLた。杖がキラ

は小さく背景に遠ざけられているという梢図で表現されている。

キラと夕日に光 った ．兄は黙 って いたけれども、 私には彼 の心
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上にある作品 であると言えよう 。

て しまっていることになる。いわば 「亡き 兄の自画像」 の延 長線

右の一 節からも分かるように 、幼 年時代 に過 ごした 故郷の自然

が下 地となっている。 父と 子の日常生活の断片だが 、親 子の通い

反映 し、 屈折 せず に表 現されている。 ここに は、キリ スト 教絵 画

の素 因は一切見 られない。か わっ て〈 太陽が 雲から出て、この丘

合う心が淡彩で 描かれて、創作当時の狼治の感情が 、直接文面に

の一角を暖 ＜照し た 〉などと水墨画のように 的確 に描き 切る 。 こ

小 説 「正太の馬」 に なると、表現技術がやや改 普 され、独自の

なく ロク な絵 も描かず 〉、何 となく小 学校 教師を勤 めている。 あ

描く ことの修 業〉 を続 けてい る が、 〈
要に 逃げら れ、もう幾 年と

絵を
文 学の完 成へ の一 歩を踏 み出 している 。主人公 の小 野 は、 〈

る日、淋 しい 子供 正 太の心を慰 藉するために 、彼 と正 太はスケ ッ

仏教絵画—浄土教絵画

やかに 物語 っている。

諧調 （水墨 画） へと 大き く 転回 した 、譲治の絵 画趣味の消 長を鮮

うし た表 現技法の変化は、宗 教性か ら生活性へ 、そして瑛 まじい
、、、 、、、、
線描の駆使 （キリ スト 教絵 画） からにじみやた めこみなどの屈の

チ板と三脚を持 ち、山羊 を追 って丘の草 原に 出て行 った。
彼 は面白 い山羊 の色々 の姿を鉛筆 てスケ ッチ Lた が、政後 に
選んだ のは、樹の枝に乾 Lて ある芋 の蔓を 山羊 が前足 を幹 に立
て かけ、 甘を延して食ぺて いる 図で あった 。（中略）小 野はL さ

ここ で注目 したいのは、 譲治が信 仰において多様性を呈 するこ

りに筆 を述んだ 。そ の内、 フト彼方 の広い田 園の小川 の中を一
尾の鮒が泳 いて来る 有様 が彼 の心に 浮んて来た。（中略）そ こイ

揚 されると同時に 、その中に 仏教的要素がうご いている。それで

とで ある。初 期の作品に 見られるように 、 キリスト教的理念が発

は、 キリスト教と仏教という矛 盾する二次 元に またがる譲治の信

画いて 、 二つ の動物 の不思議 な避返を 絵にL ようか と考 えた 。
然しまた 思い直 Lて 、山羊 の給廓が出来 あがった 時、その絵の

彼 は小 川 の水 を飲んて いる 山羊 の専先 を 泳 いて 行く 鮒の 姿を

周囲 に棋 楳枠 のよう にして 、泳 いて いる幾 匹か の鮒を 画さ列 ベ

実は譲治が キリ スト 教の信 仰に入 る前 は、幼 時からの仏教の信

仰は、どのよ うに して形成されたのであろうか 。

仏教徒で、 日蓮宗の一教派 である不受不 施派 に 属していた 。譲治

仰が深く 脳裏に 刻み込 まれていたのである。坪田家 は代 々熱心な

た。そ Lて 一寸 筆 を晟いた 。そ の時、立上 って 絵をのぞいた 正

太 が、「 オヤ 、 お父 さん、そ れ は魚で すね え」と 喜び の声をあ

い る。

と仏教とのかかわ りに ついて、三男の坪田理基男氏 はこう語 って

げた 。rオヤ 、そ れから そ こに いる のは 山羊 です ねえ」と 一層

（
『坪田 譲治全集』巻 一）

喜んて 声を あげて 笑った 。 「
山羊 、正太 とこ の山羊 」尚 も正 太
は純返した 。
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一がアメリカの神学校に留学し、そこてキリスト赦信者になり

坪田家も、代 々不受不施派だったのてす。明 治三十九年、醇

において、「ノート ニ」 と「ノート四」では、愛と永 遠、安炎楽

教と同じように初期の坪田文学の欠かせない要素の一っとして、

るのである。事 実上、譲治の作品の中で、仏教の理念はキリスト

土をめぐって考察し、また「老人と子供と蟹」（大五 ・六） では、

キリスト教と共存している。例 えば、前掲の「 亡き 兄の自画像」

輪廻の思想について述べられているが、こうした仏教的思想の明

よLたが、 その頃、母 幸をはじめ他の兄弟 たちて改宗した者は
が、 それは、 これからお託しすることの三年位あとの明治四十

いよせんてした。設 治だけは後にキリスト放信者になるのてす

坪 田設 治作品の背景ーランプ芯会社にi っ
五年のことイす。(r

表された短編小説 「西方浄土」である。

確な表出として注目されるのは、大正五年 （一九一六）四 月に発

遠い西の方に理想郷のような浄土があり、 この世には＾ 何もか

一九八四•四）

まだまだ、さまざまな迫害や嫌がらせがあった。特 に伝統的な仏

い正太は、未来の「浄土」の世界を憧憬する。まもなくお爺さん

も皆浄土 へ行く為に生れて来る〉と いうお爺さんの話を聞いた幼

わる括ー』双 論社

教や儒教思想と、新旧さまざまな思想との対立 が渦を巻いていた。

譲治の青少年時代には、キリスト教は禁を解かれたばかりで、

そのため、当時の知識人の中には「人生不可解」の苦悩に陥り、

しながら、お爺さんの言うとおりに、「嬰粟 の種」r栗の植」「柿

は浄土へ旅立って（ 死んで）しまった。正太は、お爺さんを追憶

出現は、点Tかに生くべき か」と苦悩する若者たちにもう一度 自

秋が過ぎ、正太も老人になった。しかし、お爺さんが必ず迎えに

の種」r銀杏の種」と、 つぎつぎに種を撒いたりして、多くの春

」④の
人生に迷って自殺した人も少なくない。いわゆる品示 川戯�

己の内面を見つめ直そうと試みさせた。綱 烏梁川を生涯とらえた

来ると信じて、正太の望みと喜ぴはいよいよ深まり、迷いもなく

思想はキリスト教だったが、彼は古代中国の思想史、それに仏教、
漢学の素養も深かった。いわば梁川の宗教的思想は、西洋の合理

ようとする望みを持っていたのだろう。譲治にとって、仏教とキ

したものである。この梁川の心を学んだ譲治も各宗教を磁合させ

糸が消 さ出る様に後から後から無数に音もなく降りつづいた。

る白いものがあった。 それは雪 の様に白い花弁てあった。鋲 の

色を増して来た。其時空から鉄杏の樹の上にチラチラと降て来

すませた。すると空気がますえす澄んて来て、空も海も益々紫

フト何処からともなく幽かな罹果の音が起った。正太は耳を

待ち続けているのである。

リスト教という二次元的な信仰は衝突するのではなくて、互いに

本の風土の中に根づ かせて、キリスト教の日本化の一つの型を示

主義と共に伝来したキリスト教を、伝統的な仏教や儒教という日

開和し、両者がーつになった宗教的生活の実践が理想とされてい
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段々と空に昇り始めた。正太はやはり白い社を 日に輝 かせ なが

の雲が沸 さ起った。 すると丘 と海とは正太 を上 に釆せ たま i

・た。海の月りを 五色 の霞が立ち こめ始めた。 と丘 の下 から五色

く、遂には星と云う星、降る花と云う花が歌うている様てあっ

が金色 に鉄色 に輝 さ始めた。やがて慕築 の音も 次第に高く大さ

と其中を 紫や黄 の小島がヒラヒラと飛び交 い始め た。空には星

の彼方には猿の峰が輝き、魚は浪の上に跳ね躍て〉い る。ここで

また正太の側に頭を列べて彼の話に闘き入っていた〉
。しかも品海

させる美しさがあり、 〈
正太の周りを三羽の鵠が舞〉い、 〈
青蛙も

の風光には、神秘的な幻覚が源いながらも、岡山の自然を努祝と

る。譲治において表現手法として面白いのは、彼の描く極楽浄土

ろを描き、極楽に行きたい人々の心境にぴったりと合うものであ

楽浄土に往生させるため、阿弥陀如来が 下界に迎えに来るとこ

色の雲」 などといった赤 ・丹 ・橙 ・紫 ·白 の濃彩が色岡の中心と

ら銀杏 の根元 に庄っていた。丘が空の中程 に昇った時、花は降

海の彼方には雲のやが輝 さ、魚は浪の上に跳ね雌ていた。

なり、抑 揚のある描線を駈使し、感情を強烈に刺激する主題に適

は、視点を近づけた関係もあって、構 図的に故郷の穏やかな自然

やがて凡ては幽かな礫音を 残して西の空の紺骨の雲の中 へ消

わしい表現となっている。また、来迎する如来や聖衆たちは、美

るのを やめ、 小島 も飛ぶことを 止めた。 而L正太 の周 りを 三

(
r
坪田該治全集』巻 一
）

しい自然の色彩とまがう色どりを持ち、読者は画面のうちに楽音

が取り入れられ、実 感的に描写 されて、想 像と現実とを巧みに融

これはしめくくりの一節であるが、色彩の豊かな視党的表現に

の中にその姿を探し求めねばならない。正しく漢詩のr 空山人を

羽の鉛が舞うていた。青 蛙も また正太の側に頭を 列ぺて披の社

よって、仏画のような世界が写し出されている。これが西方極楽

見ず、但だ人語の響きを聞く」（王維 r鹿柴』
） と同じ趣きがある

合しているなどの特徴も認められる。また色彩は、
「五色の霞」「五

世界であり、欣求浄土の信仰をあおり、あわせて観想念仏の頼り

ように私は思う。 このように小説 「西方浄土」 は、極楽浄土への

狼治の文学趣向は、昭和改元を境にして大きな転換期を迎えた
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に関入っていた。 ．

とされた阿弥陀浄土の兼観である。いかに美しく楽しくすばらし

往生を願った当時の譲治の切なる心を偲ばせるとともに、彼の仏

えてしま った。

い理想境であるかを描こうとしている。空に音楽が聞こえ、往生

教的「 固跡」 を伝える唯一の作品として貴韮な存在である。

中国絵画ー南画

人のいる所には香ばしいかおりが潤ちる。そしてそれとともに、

紫雲が たちのぼり、西へと流れてゆく。いうまでもなく典型的な

l

つで、人間の臨終にあたり、西方の極

阿弥陀来迎図の場面なのである。阿 弥陀来迎図は、浄土教美術の

中では最も重要な主題の

四

池大雅、呉謝蕪村 らのようなす ぐれた南画家の輩出 によっ て大成

南画は日本では江戸中期以降、受 け入れ、 日本各地に幣 及し、

技として描いたというところに特 徴がある。

見られなく なるのに対して、その対立文化としての中国文芸に対

化への意織が 蔀くなり、大正 期のように直 接見える ところは一切

された 。明 治時代 に、西洋文芸が 怒iS
のように流れ込 んできて、

のであった 。 つまり昭和期 に入ると共に、譲 治の作品には西 洋文

する 慌恨 が 強く現われるようになって、その絵画への関 心も、 新

東洋の古い文化 に対 する 否定 的気分を 生んだ にもかかわらず、南

学者、漢詩人の あいだ に も盛行した。特 に古 くか ら中国と深い関

宗文人画は依然 として衰えを 見せず、専 門の南画家も多かっ たが、

わりを もっていた 岡 山の近世・近 代を 通じて最 も世に行なわれた

た キリ スト教や仏教の絵画に代 わって、中国絵画が 登楊し大いに

への傾倒 によって導 き出された もので あっ て、 必然 的に彼 の文学

． 発揚されて いく。 この中国絵画への傾斜は、自己を 語る中国文芸

八八0)岡 山中学の教師佐久間舜 一郎 の編した r岡 山県人物誌』

のは、まさに南画に代 表される 文人画で あっ た。明 治ーニ 年（一

しい様 相を あらわしはじめた 。そ れまで の浪い宗教色を 持ってい

一様 式である 南画と譲 治との関わりに ついていささか考 察を 試み

には、絵画関係の人物として四九人を 数える が 、そ のうち 南宗文

にも大 きな転換を もたらしたのであった。ここでは、中国絵画の

た いと思う。

一方 、譲 治の父平 太郎 は、漢学に詳しか った ばか りでなく 、ま

人画家が三三人で圧倒 的に 多か ったとい、
2⑤。

るも ので あり、 「
南宗 画」 の略称で ある 。禅 に南 北の二 宗が ある

囲気が持ち込 まれた ので ある。特 に譲 治の記 憶に生 々しく残 って

た嘗や画にも明る ＜、 このようにして譲 治の家庭 に中国芸文の雰

南画という言葉 は、 日本にお ける 中国趣 味の浪厚 な絵を 総称す

と同じく、絵の南北 二宗 は盾 代に分か れ、その区別は画家の出身

での謹 厳で 硬直な宋 朝画院体画（ 北酉） の技巧 主義に対して、意

は南宗面全盛の基礎がで き上が ったという。そ の画風は、 それま

桐の中 に十 敷匹 の牛 の子 が放 してあ った。 友辻を誘 つて、 そ の

つて見た いと思ひ／＼した 。 T皮そ の頃 村 に牛 乳屋 があ って、

来た。 捨 のい 、わ るい は解 か らなか ったけれど 、自分も牛 に束

など に描 かれてゐる。私 など幼 い時 から そん な伶 を見 て育 って

牛 の背 中 に子 供が東 つて、 横笛など吹 いて ゐる国 はよ く南宣

いる のは、

地によるのではなく 、 絵の様 式の相述 で あるということを 唱え出
した のは、 明の莫是龍 ゃ菰 其昌らである 。 この説 によれば 、南宗

識的に粗放で柔軟な箪技を 通し て、単なる形 似を 超えてむしろ胸

桐の中 に入り 込み、キ の子 に束 つて遊 んだ ことがあ った。

画（文人画とも言う） は唐の王維を始 祖とし、宋 ・元を 経て 明に

現主義的な水墨画 で、専門画家 でな い文 人や身分 のあ る役 人が余

中の逸気を 一種 の理想 的山水の内に表出しようとす る、 いわば 表
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昭 一六 •一 一）

て、 ノコノ コ歩 さ出し たらどんなに面黒 いだろう。 自分ばかり

墨水書 房

てなく、 みんなを牛の背 中に乗せて、 この河 原をグル グル 廻 っ

(
r
支那の子 供ご r家を守る子 』
という中国風の桃源 境である。 この絵では、牧童が牛の背に 騎っ

て歩 いたら1・
道 をゆく成人 の人 も｀河 を高瀬舟て下 ってくる船

頭の人 も、声 を上げて喝釆 するだろう。馬 と競 走なんか出来 る

l

体に

て良 い気持ちで横笛を吹き、 ゆ った りとした気持 ちで家路 を行く。
牧童と 牛と の距 離 は極 限 にま で縮 まり 、す っかり 自然 と

を土につけていたのイあ る。それても、 彼を得意とするには足

注） の甘 近くに跨った。充分跨るのはよ だ少し怖 ろしく、片足

三平 は角に結んだ手 飼を両手に、 青山号 （青山牧 湯の牛 ー劉

かも知れない 。（中略）

ょうな「牧童図 」は 、いわ ば南宗文人画家などがよく用 いる酉題

音 が聞 えてくるような美し い図 柄が展 開されて いる。実 は、 この

なって いて、自 ら天地の自然 に交響して、 画調そのものから笛の

+牛 図』（北
の―つであり、
禅 の悟りにいたる十のプロセ スを説＜r

りた。

大声 て呼んだのイあ る。牛 が動 かない 様子 を見ると 、 彼はい

「やーい 、牛 来り、牛 乗りー。
」

宋の廓庵師 遠禅師の作と いわ れる）第 六境位 の「 騎牛帰家 図」を

中国でもっと も身近な動物である牛にたと え、 その仏性 を求める

．源 流とす るも のである（ 絵1)。 人間が本 来もって い る仏性 を、

が、譲治の南画の受容には、 それほど深 刻な哲学的把握は見受け

ちそうになった三乎 は思 わず 、キ の角に両手をかけた。 二三問

被が古い も終らない 間に、牛 は飛ぶよ うに前身を起した。落

」
「やーい。

よ いよ 尻をキの首筋 に乗せかけ、 両足を土から離 した。

られず 、 むし ろ その中に表現された、 「
樵子 の村歌 を唱え、児童

修 行過程が、十 枚の絵とコメ ントと詩 で表現されているのである

の野曲を吹く。 身を牛上に横たえ、目に雲符を視る」という牧歌

立て、背 中を曲げて、後足を跳ね上げた。 大変 な跳雌をやった

は必死 に角をつかんでい た。 然Lキ はむ やみやたらに角を扱り

のてあ る。 三乎 は鞠のよ うに転げ 洛ち 、 落ちた時グッと 古って、

的な詩情に、心引かれたのではないかと思 われる 。直 接的 な形で

二間もコロコ ロこ ろがった。キ は一
＿
一
乎 など凡向さもせず 、 その

はなく、小 説の中の情景描写などに、 その発想 を偲 ばせる例は枚
挙にいとまがない。例 えば 、
長 編小説 r子供 の四季』（昭 一三 ・八 ）

辺をなお 跛ねたり飛んだりした。•'
：'
•(r
坪田譲治全集 』巻 四 ）

1

に出会 った場面を描いたものだが、その中に牛乗り の遊び をする

の冒頭 「春」は、 春ののどかな野 原で遊ぶ三平が甚七老 人と偶然

感 じがあるが、さらにその魅力 を倍加したものに、作 品中に挿 し

さながら純真で腕白な童心 のあふ れた 絵そのものを見るような
その時 ふと三乎 は思 いつ いた。そうだー キ に乗ろう。
牛 に乗っ

三平の姿が活写されている。
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。 そのうち、作者
はさまれた小穴隆一画伯の挿絵がある（絵 2)

ない唄てある。（中略）

ていた。その子守唄に老人は耳をとめた。久Lく聞いたことの

は閉いておさたかった。（中略）心持 が唄と共 に、 遠い遠い蒼

昔ながらの唄てある。 しかL昔ながらのものだけになお老人

どこへいたあ」

ねんねん、 ころりよう、おころりよう。ねんねの守りは、
「

の気分的・感 覚的な世界を方寸に凝縮して端的に描出したq 春」
の挿絵 について、譲治は次のように述べている。

子供の四季」 の絵ても、
たのが特色のように思え土すが、 この 「

たは太い力強 い線て、 リンカクのはっさりL
小穴さんのさし・

ねそぺったキの側に子供が立って思い沈んているとこみなど、

茫の彼方、七十年も昔の幼年のころに引張ってゆかれる。プー

母が廻した糸平の音てある。そのころは綿から糸をつむざ出し

:えるような気がする。それは老人の
ン、 プーンという音が閉』

遠くから笛の音が閉えてくる思いてした。 丁度、春のくれ方て、
「あとがさ」新 潮社 昭二九 •五 ）
迷本〉巻 n-

八
（『坪田設治全集』〈
小説がそういう場面だったのてありよす。

坪田譲治全集』巻 三）
r
(

た。その有様が眼に浮んだ。いいことを思い出したと、老人の

は、小説「甚七南画風禁」（昭一三 •五） であろう。 この中で、

優れて深いものである。そ の基底 にあるのは、道教の造型芸術の

これに僅かに色彩（ 淡彩）を加えているが、伝わってくる意味は

麗な色彩を展開しているとは言えず、 多くは白地に線描を主とし、

淡々とした描写で、いわば愚のつけ具合は多くなく、何 れも華

気持は楽しく沿足した。

ところで、譲治の文学における南画の影響を考える上で、かな

り重要な要素が、昭和初期以後の文学作品の中にしばしば登場し

譲治は＾ 過去の自分が経てきた生活のなかから宝を取り出す〉⑥

てくるが、何といっても南面と深い関わりをもつ譲治らしい作品

という気持で、主人公甚七老人の菰心的生活を通して、自 分の幼

理念としてのぶ5」による「 無」の 精神 にほかならないと思う。

心の強さや造詣の深さを如実にあらわしている。例 えば昭和 ――

また譲治は、随筵でも折にふれて南画に言及しており、その関

少年期の豊かな体験を、素朴でのぴやかな南酉的趣きのある文体

老人は杖を引さず って、援い日の照っている村道をやって来

で再現している。

小田桟夫氏ー私小説に就いて1」
年頃に書かれたと恩われる随節「

二三日前、私は中川 一政 氏の随筆集「 庭の眺 め」 というのを

の中に、こんな一節が見える。

読んて、非索 に感心Lた。（中略） 中川氏の文章は怜度南画を

た。ある家のそば、そこには大さな柿の木があり、その下に瓦

は一匹の茄が成っていた。そこィ一人の小妓が赤ん坊をおぶっ

てつくった小さな祠がある。後 は長い某地、その篠地の屋根に
そして子守唄を項 っ
身 体をゆすりゆすりあちこちして いた。
て、
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考 える。中 川氏 の文章 はあれは高面から来 ているしのてあるか

Lかも 力強 く 表現さ れている。（中略）け れども 、 一方 、 私は

． 稚杜て ある。 それていて、古 わんと するものが残す ところ なく、

見るようて、何 処まで も東洋風の感じ がする。 抹は太 く表現は

みた らと 、絵をかく 気持 ちで 固いた〉⑧作 品で ある。こ こで その

絵 面的 イメージ を結品 させよ う と して、 ＾
こう いう 美し い匹クで も

え切れ ないほ どあるが、 いずれも彼が子供たちの頭 の中に 明確 な

マのげ いと う 」（ 昭二四 •五 ） など、こう いうたぐ いのも のは数

と 「 正太 の海」 の二つ の作 品に 絞って考

と 形が凝 縮している。冒 頭はこ う始まっ ている。

原文 は二0 00字 くらいの短 編で あるが、 その内に さまざま な色

「 雪と い、
1午」は、少年の善 太の純其な気持ちを描 いたもので 、

2ざ

し知 れない。高 品の省略さ れた課描法が 、中川氏 の文章表現の

I

0)

えてみよう 。
•

特色 を、「 賞と いヽ

主沃 社
I

方 法となった・
・
・

（
随筆集 r班馬 鳴く』
昭―

こう し た南 画に 対す る考 え方 は、直 接 に その文 学 の表 現に 連
なってくるもので あ り、譲治 に おける 南画ないし中国 文芸のあ り

円にも 畑にも、 一面 に 雪が降 っていた。 迫 る人 もなくて、 ド

雪の上に下 り、低 い空を飛ん ては下りLていた 。 その原の一方

譲 治の蛮 話を例に挙 げて見 ると 、 「
笞とい、
えざ （ 昭三 ・ーニ ）
、

善 太が二 階 から 雪景 色を見ていて、雪の上に r
宙」 と いヽ
ユ干らし

実性に 真骨頂があるように 思われ る。雹 の降 り積もった日、少 年
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．
よ う を 端的に 示し ていよう 。

ンヨoJ曇った 空が雪の原の上に 全れ下 っていた。 その原の上を

以上は、浪 治が東 西の絵 面を 愛 し、と りわけ 中国 の絵 面に 強く

に円の上に 雪を冠 って二隋の家 が立っていた 。 その二階の窓を

一羽 のからすが飛ん ていた。疲 れているのか低 い空を飛ん では

惹かれ ていた こと などに ついての追 究を 、 具 体的 な 作品の分 析を

閉けて一人 の子供が顔をのぞけ、 久Lく外の景色 を味めていた。

」 の芸 術

通 じて試みてきたので あるが、文学 作品 の中 に酉 家とか名 回がし

煙 が土煙 のよう な索間をもれて、 その時夕場がかすかに子 供の

「
字で描 いた絵

ばし ば登 場す る 例は決し て少なく ないが、譲治に おいて独特なの

顔を懇し た。子 供は尊 太と いった。

（
r坪田設 治 全集』巻 一）

は、その絵 画体験を通し て 積み 重ねてき た知 織や 経験を生かし て、

雪が降 り止んだあ とのよう なシ ーンと 静 まり 返った「透 明な 美

「ピワ の実 」（ 昭一0 .l -）、 「
正太の海」 （昭一五 ・九 ）
、 「キッ

いものを 見つける話で ある 。
善 太はま だ 小学 校に 上 がっていない

し さ」 は、譲 治窟 話独特 の 特徴で あ り、その情 兼描写の絵 画 的写

ネとぶ ど う」（ 昭ニ ニ ・ーニ ）
、「 ニジと カ ニ」 （昭二四 •五 ）
、「ガ

画 的な 世界ー 「字で 描いた絵」ー を作り 出している 点で ある。

彼ならで はの＾ 澄んだ美 し さ〉 と 会酋磁心 〉⑦ のある 映像的 ・絵

五

て困 ってい る。で も彼は確かに見たのであ る。 それ は、善太にだ

ので、漢字が魯け るわけはない が、兄に言わ れ て紙に甚こうとし

思 い き って
間へ と読 者の視線を 導い てく れ る。水 藤寿 夫氏 が、 〈

面的表 現を通じて、作 品の枠を超えて更 に彼方の、 よ り広大 な空

に描かれ た少年の「 夢」 は、作 品の空間楷成にも参 与し 、 その絵

⑨ と指 摘し たよ うに、この作品は、独特の絵 巻を なしてお り、 そ

最 も簡 明なかたちで人 間の真 髄にふれ るもの〉
枝菜を うちおとし 、

け しか見えなかった神 秘の字であ り、紙に は書けない 心の中の字

であ る。 ふん わりと積も った新しい習の潔 白さに照り映え る澄み

おわり に

な錯 党にとら われ るのであ る。

の描写の克 明さに、読者も一緒 に一歩 一歩 、歩 を進 めてい くよ う

切った可愛らし い少年善太の 心が 、幾かな視党的表 現で見事に描
き 出さ れ た傑作と言え よう 。

もう ーつの「 正太の海」 は、さらに短編であ り 、原稿 用紙で僅
か二枚 程度の小品であ る。 ここ には正太の限を通して不思 議な世

山にかこまれた、 ひろ いひろ い海 、青 い波、 白い波が立 って

界が展開してく る。

おりま す。
大さな お魚 が、汽平 のようにつな がって、海 のあ っちを泳 い

て行 さま す。
あたま の大 さな たこ が、水 のそ こで 、追 っか け っこ をLてあ
そんて いよ す。

お家 のよ うな 、大さな くじ らが、波を立て っこ し て、 大さな
」と 笑っていま す。
はっは 、 はっは。
ロをあ けて、 「

白 い海 、青 い海 。何 しろ 、 ひろ い海 てし た。

坪田設 治全集」巻 八）
『
（
今 この一節を 統む と、誼治 童話の素 哨らしさが紙而 に躍動する

間と」 が完全に融 合して一体 になった牧歌 的な世界 であ る。 ここ

自然 と人
のを お ぽえ るのであ る。 現実 とも 空想ともつ かない 、 「

これ によ って、譲治 が一貰 し て詩趣 や画 境の豊 かな文 学を追求

してい たことは明らかになっ てく るのだ が、しかしながら、 それ

人 生の味
は彼の文 学の目 的ではない 。彼が害こうとし たの は、 ＾

生派の文 学であっ たと思 う。 こう して考え てみ ると 、譲治 は、視

とか気 分とか心持 ちとか〉⑩ とい うよ うなものであ り、い わば人

l- - )

撹 的・絵 画的 な構 図によ って、人 生の淡 白さ、率直さ、 そして本

質 的な理想を鮮明かつ多彩に表 現しよ うとしたのであ る。
注

新評論社 昭四

日本児庶文学』平 ニ・六）
r
風の中の子供』論」 (
①高投世織 「r

新編児齋文学綸」
『
②関英雄 「坪田譲治論」 （
三）

国ギ大国文論稿 』二七号 平 ー一 ・
③拙稿 r坪田譲治とキリスト教」 （

、本名栄 一郎 、岡山県上房郡有漢
一八 七三ー一九0七）
④絹烏渠lII（
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六

町に 生れ。自己 の宗教体験を述 べた r予が見神 の実験』に よって自

などがある。

己 の省察 の傾向を開 いた 宗教思想家。箸 作は r 病問 銀』 r回光 録』

Bシリ ーズ 出版編集 毎 日新聞社 昭五五 ・三）を 参照した。

r岡山の美術 1近代絵回 の系證 ー』 （毎
⑤岡山 の南画の歴史 に関しては、

童 話研究」 岩 崎古店

九 八六 ·IO }
一

習忠道／坪田譲治」(r坪田譲治童 話全集巻 ー四 ・坪田譲治
⑥ 「対談 11

窟話研究」 岩 崎古店 一九 八六 ·10
〉

⑦ 前川康男 「ある日 の砲話で」 (r坪田絹治庶 話全集巻 一四 ・坪田譲治

岩 崎由店

一九 八九 •三
l

九 八六 ·

⑧ r幼年 文学名 作選 二四 ・キ ツネとプド ウ』「解説11作家と 作品に つ
」
いて（坪田誤治）

坪田譲治童 話全集』 巻 九 岩 崎唐店
⑨ 水藤 春夫 r解説」（『
10 )

⑩坪田譲治「 作者 の酋 策
」 （r虞法』 他文社 昭一O ·七 ）

る研究の一部と してまと めたものである。 ここに 記して、 深く感
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